■2012 年度 日本機械学会畠山賞受賞者■
（１）大学機械工学系学科（268 名）
青木 貴弘 (横浜国立大学)
秋山 幸大 (名城大学)
足立 篤 (大阪大学)
荒川 和也 (九州産業大学)
五十嵐 駿人 (金沢工業大学)
石井 信行 (山形大学)
伊藤 広光 (大同大学)
井上 真生 (日本大学)
植松 勇太 (福岡大学)
遠藤 久美子 (群馬大学)
大塚 修平 (東京農工大学)
小倉 正樹 (宮崎大学)
小田 奎 (工学院大学)
粕谷 賢太郎 (千葉大学)
加藤 千智 (東京都市大学)
川上 高 (愛知工科大学)
岸本 星太 (大阪産業大学)
金城 篤 (九州工業大学)
桑江 ﾙｯｶｽ哲也 (神奈川工科大学)
小林 一輝 (静岡理工科大学)
権田 崇大 (愛知工業大学)
齊藤 勇真 (大阪電気通信大学)
佐々木 貴裕 (法政大学)
佐藤 友樹 (神戸大学)
志村 泰司 (静岡大学)
進藤 匡浩 (千葉工業大学)
鈴木 雅和 (神奈川大学)
関 純一 (長崎総合科学大学)
高栖 和也 (東京理科大学)
高橋 智久 (東京電機大学)
竹木 佑美映 (青山学院大学)
田中 裕規 (京都大学)
田畑 亮 (鹿児島大学)
辻 孝典 (広島大学)
道免 昌平 (立命館大学)
中田 和哉 (静岡大学)
中本 梨絵 (富山県立大学)
西川 涼太 (防衛大学校)
波田地 隼 (中央大学)
濱口 文弥 (慶應義塾大学)
平方 裕大 (熊本大学)
福田 良樹 (大阪産業大学)
藤川 祐介 (大阪電気通信大学)
船水 大也 (八戸工業大学)
馬 騰子 (西日本工業大学)
松田 哲尚 (金沢工業大学)
三井 拓 (工学院大学)
森岡 浩太郎 (東京大学)
八十田 穣 (東海大学)
山崎 亘 (日本大学)
山野 彩花 (同志社大学)
吉武 翼 (福岡工業大学)
四田 一高 (金沢工業大学)
渡辺 貴広 (信州大学)

青木 亮 (東京電機大学)
淺田 啓幸 (東北大学)
阿部 一貴 (東京都市大学)
有馬 忠寛 (久留米工業大学)
五十嵐 雅人 (神奈川工科大学)
石島 歩 (電気通信大学)
伊東 裕太 (大同大学)
井上 美穂 (東京電機大学)
宇積 勇太朗 (東京大学)
塩谷 明宏 (岐阜大学)
大脇 里仁 (名城大学)
尾崎 秀典 (島根大学)
小田 康文 (大同大学)
片桐 聡士 (東洋大学)
門田 友希 (東北大学)
河口 磨紀 (名古屋工業大学)
北澤 優亮 (玉川大学)
久保 優斗 (鳥取大学)
小出 一志 (福井大学)
小林 敬之 (名古屋大学)
近藤 光 (関西大学)
坂神 将人 (豊橋技術科学大学)
佐々山 浩二 (九州工業大学)
市東 竜太朗 (日本大学)
下條 和真 (千葉工業大学)
杉浦 貴行 (東京工業大学)
鈴木 優 (東京大学)
関野 純也 (工学院大学)
高田 和幸 (富山大学)
高松 玲紀 (秋田県立大学)
武政 湧太 (徳島文理大学)
谷 直人 (神戸大学)
田洞 達也 (山口東京理科大学)
津嶋 暢彦 (湘南工科大学)
内藤 友香 (日本大学)
中野 陽平 (広島国際大学)
中山 和樹 (大阪大学)
布目 智也 (中部大学)
塙 直紀 (東京理科大学)
早川 大 (ものつくり大学)
平木 康裕 (京都工芸繊維大学)
福場 信一 (広島大学)
藤澤 信道 (早稲田大学)
辺見 慎吾 (金沢大学)
前田 能孝 (長岡技術科学大学)
松本 大樹 (北海道大学)
宮城 朝希 (琉球大学)
森本 悠介 (豊橋技術科学大学)
薮 博之進 (龍谷大学)
山下 真範 (筑波大学)
山本 拓也 (愛知工科大学)
吉中 奎貴 (北海道大学)
若林 拓也 (ものつくり大学)
渡辺 智典 (西日本工業大学)

青島 慶人 (関東学院大学)
浅間 浩明 (滋賀県立大学)
安部 義隆 (慶應義塾大学)
安斎 光 (千葉工業大学)
池田 信亮 (神奈川工科大学)
石田 勝樹 (東海大学)
乾 祐介 (兵庫県立大学)
今泉 潤哉 (名城大学)
馬越 泉 (近畿大学)
王 亦峰 (九州産業大学)
岡 尭志 (福岡大学)
小澤 峻史 (東京農工大学)
折井 謙造 (拓殖大学)
片山 達哉 (岡山大学)
金原 駿介 (国士館大学)
川名 領 (日本大学)
北村 哲 (東京理科大学)
久保井 卓 (秋田大学)
河野 隆宏 (東北大学)
小松 元 (北見工業大学)
雑賀 学志 (近畿大学)
坂倉 伸明 (芝浦工業大学)
佐藤 哲也 (室蘭工業大学)
島田 駿弥 (岐阜大学)
東海林 創 (いわき明星大学)
杉村 幸寿 (愛知工業大学)
鈴木 裕太郎 (東京工業大学)
泉水 智貴 (東京都市大学)
高橋 明 (岩手大学)
高柳 迅風 (湘南工科大学)
立花 京 (立命館大学)
谷口 貴之 (長崎大学)
玉置 義治 (早稲田大学)
坪川 尚史 (福井工業大学)
中 信幸 (金沢大学)
長野 良哉 (大阪大学)
長山 孝太郎 (埼玉大学)
野口 俊仁 (豊田工業大学)
馬塲 優作 (岡山大学)
林 寛樹 (千葉工業大学)
平野 雅大 (埼玉大学)
福原 百合子 (北九州市立大学)
藤田 勇斗 (広島工業大学)
星合 友輝 (広島工業大学)
牧野 尚拓 (神奈川大学)
間庭 佑太 (関西大学)
宮本 勝祥 (神奈川工科大学)
門田 裕介 (立命館大学)
山内 祐未 (早稲田大学)
山田 真 (新潟大学)
山本 哲史 (同志社大学)
芳野 尚人 (山形大学)
若杉 友斗 (明治大学)
渡辺 拓已 (中央大学)

青山 浩貴 (山梨大学)
浅間 裕也 (東北学院大学)
新井 達也 (芝浦工業大学)
井 瑞葵 (上智大学)
和泉 和民 (金沢工業大学)
井上 皓久 (高知工科大学)
入佐 佳史 (信州大学)
梅木 亮 (同志社大学)
大久保 悠史 (水産大学校)
奥隅 友規 (近畿大学)
押方 貴至 (崇城大学)
柿谷 拓実 (名古屋大学)
勝田 智大 (富山県立大学)
蒲谷 実千 (慶應義塾大学)
神田 俊 (日本大学)
木村 圭 (首都大学東京)
倉田 和也 (愛知工業大学)
小金 篤人 (岡山理科大学)
湖山 典英 (大阪工業大学)
齋藤 竣平 (早稲田大学)
坂根 涼太 (山口大学)
佐藤 博俊 (第一工業大学)
清水 翔太 (明治大学)
白石 郁美 (日本大学)
鈴木 克弥 (横浜国立大学)
鈴木 亮輔 (東海大学)
曾根 沙織 (東海大学)
高橋 健太 (首都大学東京)
瀧島 敦 (東京電機大学)
田中 健輔 (徳島大学)
種村 昌也 (信州大学)
千野 大樹 (諏訪東京理科大学)
鶴 若菜 (佐賀大学)
中 尚義 (東海大学)
中村 慎策 (工学院大学)
行方 正光 (三重大学)
野口 博貴 (大阪市立大学)
浜 維志 (東京工業大学)
半澤 弘明 (東北大学)
廣永 悟 (明星大学)
福山 修平 (近畿大学)
藤本 悠介 (京都大学)
細井 大輔 (東京電機大学)
松浦 豊 (日本工業大学)
水上 孝一 (東京工業大学)
村岡 智裕 (兵庫県立大学)
安居 麻子 (成蹊大学)
山岡 由尚 (桐蔭横浜大学)
山田 洋平 (神戸大学)
山本 陽詳 (名城大学)
吉村 大介 (山梨大学)
和田 秀樹 (愛媛大学)

秋田 恵 (香川大学)
浅見 拓哉 (東京電機大学)
新井 進人 (足利工業大学)
井伊 政博 (和歌山大学)
勇 英明 (熊本大学)
和泉 宗一郎 (近畿大学)
井上 敬文 (大阪電気通信大学)
岩上 真奈 (宇都宮大学)
海老 健介 (茨城大学)
大澤 敬幸 (室蘭工業大学)
奥村 淳矢 (大阪工業大学)
尾城 拓哉 (芝浦工業大学)
掛川 賢 (群馬大学)
勝又 孝雄 (湘南工科大学)
神本 崇博 (徳島大学)
岸本 和也 (琉球大学)
木村 大樹 (日本工業大学)
栗林 真幹 (明治大学)
後藤 俊郎 (九州大学)
小山 侑太 (電気通信大学)
齋藤 澄知 (近畿大学)
櫻庭 琢也 (北海道工業大学)
佐藤 未来 (弘前大学)
清水 翔太 (日本工業大学)
代田 規貴 (東京海洋大学)
鈴木 敏文 (埼玉工業大学)
関 麻未 (日本大学)
高澤 駿介 (電気通信大学)
高橋 駿介 (名古屋工業大学)
竹内 康介 (名古屋大学)
田中 創大 (東京大学)
田上 茂樹 (久留米工業大学)
茶堂 勇一 (大分大学)
手嶋 誠 (広島国際学院大学)
中島 祐介 (山形大学)
中村 俊文 (兵庫県立大学)
西岡 文弥 (北海道工業大学)
長谷川 貴彦 (大阪府立大学)
濱口 淳平 (東京電機大学)
久次 達也 (九州大学)
福田 裕徳 (石巻専修大学)
藤井 祥平 (東京大学)
船越 元気 (福山大学)
堀江 将成 (明治大学)
松川 晃也 (東北学院大学)
水城 拓実 (防衛大学校)
森 真人 (摂南大学)
安川 拓真 (千葉工業大学)
山口 和晃 (法政大学)
山中 優輝 (筑波大学)
横山 宗幸 (日本文理大学)
吉村 尚人 (大阪大学)
渡邉 秀也 (中部大学)

石井 孝明 (大阪産業大学短期大学部)
寺野 裕司 (愛知工科大学自動車短期大学)

木村 貴志 (新潟工業短期大学)
長澤 孟士 (北海道自動車短期大学)

篠原 鏡守 (愛知工科大学自動車短期大学)
林 幸男 (広島国際学院大学自動車短期大学部)

柴野 剛志 (徳島工業短期大学)
福島 宏太 (北海道自動車短期大学)

荒木 健太 (鈴鹿工業高等専門学校)
梅宮 涼 (東京工業高等専門学校)
尾苗 晃一 (富山高等専門学校)
木下 優 (徳山工業高等専門学校)
小池 成彦 (沼津工業高等専門学校)
佐藤 健太 (一関工業高等専門学校)
鈴木 理 (豊田工業高等専門学校)
楯村 俊希 (鶴岡工業高等専門学校)
長江 史也 (岐阜工業高等専門学校)
野上 太一 (茨城工業高等専門学校)
東 勇樹 (金沢工業高等専門学校)
堀井 基弘 (和歌山工業高等専門学校)
三星 博靖 (鳥羽商船高等専門学校)
柳田 右裕 (佐世保工業高等専門学校)

有馬
大岩
小野
木谷
小池
澤越
鈴木
恒石
中田
野村
福山
町田
村上
山田

池田
大関
金海
草野
小室
渋川
髙野
寺西
南里
野本
藤井
松岡
森上
山本

石原 遼一 (松江工業高等専門学校)
大野 雄介 (阿南工業高等専門学校)
金澤 孝昭 (東京都立産業技術高等専門学校)
工藤 毅暁 (八戸工業高等専門学校)
坂 昭人 (木更津工業高等専門学校)
嶋末 陽介 (函館工業高等専門学校)
田川 千尋 (呉工業高等専門学校)
當房 航 (鹿児島工業高等専門学校)
西川 大 (東京都立産業技術高等専門学校)
橋本 裕貴 (釧路工業高等専門学校)
藤田 脩哲 (一関工業高等専門学校)
松永 学 (香川高等専門学校)
森本 幸宏 (有明工業高等専門学校)
山本 勇樹 (大阪府立大学工業高等専門学校)

イザ フスナ ビンティ モハマド ハジム (慶應義塾大学)

（２）短期大学機械工学系学科（11 名）
青木 純也 (筑波技術大学)
下澤 亮介 (産業技術短期大学)
舟橋 健太 (大阪産業大学短期大学部)
（３）工業高等専門学校機械工学系学科（71 名）
味澤 友彰 (長野工業高等専門学校)
稲葉 優樹 (旭川工業高等専門学校)
小方 孝太 (近畿大学工業高等専門学校)
河村 秀樹 (宇部工業高等専門学校)
久保田 涼人 (大島商船高等専門学校)
佐々木 篤 (秋田工業高等専門学校)
島田 純次 (新居浜工業高等専門学校)
橘 士遠 (富山高等専門学校)
外山 竜朗 (都城工業高等専門学校)
錦織 諒 (松江工業高等専門学校)
林 甲貴 (東京都立産業技術高等専門学校)
平安山 勝弘 (沖縄工業高等専門学校)
三ヶ尻 脩人 (大分工業高等専門学校)
八浪 真平 (熊本高等専門学校)
吉田 周平 (福島工業高等専門学校)

光 (北九州工業高等専門学校)
秀祐 (明石工業高等専門学校)
祐汰 (北九州工業高等専門学校)
有生誠 (旭川工業高等専門学校)
颯 (神戸市立工業高等専門学校)
純 (富山高等専門学校)
祐太 (東京都立産業技術高等専門学校)
亘啓 (高知工業高等専門学校)
浩之 (米子工業高等専門学校)
亜未 (奈良工業高等専門学校)
翔馬 (阿南工業高等専門学校)
裕二 (舞鶴工業高等専門学校)
公仁 (津山工業高等専門学校)
明典 (大阪府立大学工業高等専門学校)

篤士 (小山工業高等専門学校)
敦 (苫小牧工業高等専門学校)
理樹 (大阪府立大学工業高等専門学校)
仁貴 (津山工業高等専門学校)
幸士 (仙台高等専門学校)
翔太 (群馬工業高等専門学校)
優斗 (長岡工業高等専門学校)
翔一朗 (石川工業高等専門学校)
優 (久留米工業高等専門学校)
朝輝 (東京都立産業技術高等専門学校)
祥太 (福井工業高等専門学校)
太陽 (弓削商船高等専門学校)
泰行 (香川高等専門学校)
紘太 (長野工業高等専門学校)

